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１．はじめに

木屋川ダムは、瀬戸内海に注ぐ二級河川木屋川水
系木屋川（流域面積299.8㎢、幹川流路延長43.7㎞）の
上流部に位置する多目的ダムで、昭和30年に完成し、
運用開始から約65年が経過している（図-1）。

木屋川ダム再開発事業は、既設の重力式コンクリー
トダム（堤高約41.0m）を10m嵩上げすることにより、

ダム湖の湛水面積を1.61㎢から約2.45㎢に、総貯水容
量を2,175万㎥から3,835万㎥に増大させるもので、山
口県が計画を進めている（図-2、図-3）。

また、本事業はダム嵩上げ事業として初めて環境影
響評価法の対象となった事業で、平成28年7月に方法
書、令和2年3月に準備書、令和3年4月に評価書が公
表されている。

調査研究 2-1

ダム再生事業の環境影響検討について
Environmental impact of dam restoration project

研究第三部　上席主任研究員　遠 藤 悦 弘
研究第三部　主任研究員　小 口 孝 裕

研究第三部　次長　岩 城 安 英
研究第三部長　渡 邊 　 茂

平成 29 年 6 月に「ダム再生ビジョン」がとりまとめられ、既存ダムの有効活用を図るダム再生事業が全
国で増加傾向にあり、ダム堤体の改修、ダム嵩上げ、放流設備の改修・増強、貯水池容量の変更等により、
洪水調節機能等の強化が図られている。

本稿で取り上げる木屋川（こやがわ）ダムは、山口県の瀬戸内海に注ぐ二級河川木屋川水系木屋川の上流
部に位置する多目的ダムで、既設ダムを 10m 嵩上げする木屋川ダム再開発事業により洪水調節及び流水の
正常な機能の維持を図る事業計画が現在進行中である。また、ダム嵩上げ事業として初めて環境影響評価法
の対象となった事業でもあり、現況において既にダム湖が形成されているため、環境影響評価では予測時期
や予測方法、評価方法等について従来の新設ダムと異なる予測評価が行われた。

本稿では環境影響評価項目のうち水環境の予測評価に焦点を当て、具体的な内容やその手法、予測結果等
を紹介し、今後のダム再生事業の環境影響評価の展望について考察した。
キーワード：ダム再開発、ダム嵩上げ、環境影響評価、水環境

In June 2017, the "Vision for Regeneration of Dams" was compiled, and the number of dam regeneration projects aiming 
at effective utilization of existing dams is on the increase nationwide. The flood control function is being strengthened 
through the repair of dam levees, elevation of dams, repair and reinforcement of discharge facilities, and modification of 
reservoir capacity.
The Koyagawa dam brought up in this paper is a multipurpose dam located in the upstream of the Koyagawa river 
in the second class river Koyagawa river system which flows into the Seto Inland Sea in Yamaguchi prefecture and a 
project plan for flood control and maintenance of the normal function of running water is ongoing by the Koyagawa dam 
redevelopment project.
In addition, this is the first dam raising project to be subject to the Environmental Impact Assessment Law, and since a 
dam lake has already been formed in the current state, the environmental impact assessment used a different forecasting 
and evaluation method for the forecasting period, forecasting method, and evaluation method than for conventional new 
dams.
This paper focuses on the prediction evaluation of water environment among the environmental impact evaluation items, 
and introduces the concrete contents, the technique, and the prediction result, and examines the prospect of environmental 
impact evaluation of future dam regeneration business.
Key words：Dam redevelopment, Dam raising, Environmental impact assessment, Water environment
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2．再開発前の現状と課題

「二級河川木屋川水系河川整備計画」（山口県，
2013）によると、昭和30年の木屋川ダム完成後も、昭
和34年、昭和39年、平成11年、平成22年の梅雨前線
豪雨等により、流域では甚大な被害が発生している。

一方で渇水については、近年では平成6年、平成8年、
平成14年に自主節水がなされるなど、上工水等に利
用する下関市では深刻な水不足に見舞われている。

河川環境に関しては、環境基準A類型に指定される
豊田湖（ダム湖）における全リン、全窒素が環境基準
値を上回っており、ダム湖内の水質改善が課題とさ
れている。ダム下流河川では、国の天然記念物「木屋
川・音信川ゲンジボタル発生地」が昭和32年に指定さ
れ、ホタルの幼虫の餌となるカワニナも多く生息して
いる。これらの現状から、木屋川ダム再開発事業では、
治水、利水、河川環境等についての現状と課題への対
応が求められた。

河川環境の課題のうち、ゲンジボタル発生地につい
ては、「木屋川ダム放流水（冷水）の影響で、ゲンジボ
タルの生育は、木屋川本川下流および支川の生育に比
べ1 〜 2週間遅れる等の課題が生じている。」とされて
いることから、環境影響評価では、ダム再開発事業に
より放流水温を改善するための影響予測と環境保全措
置の検討が重要な課題となった。

本稿では、水環境の影響評価のうち水温に焦点を当
てるとともに、水温の予測結果に伴う下流河川環境の
影響評価についても紹介し、ダム再開発事業の環境影
響評価特有の内容や予測結果等を報告する。

3．水環境（水温）の影響評価

（1）予測の概要
予測地点は、図-4に示すとおり、ダム湖内の豊田

湖地点と、ダム下流の瀧橋〜吉田堰（木屋川潮止堰）
までの6地点の計7地点とした。豊田湖地点について
は、環境基準点（山口県が実施する公共用水域調査地
点）と同地点とした。

豊田湖地点の水温は、貯水池水質予測モデル（鉛直
二次元モデル）により予測し、ダム下流は下流河川予測
モデルを構築した。なお、ダム下流河川の水温の変化
については、木屋川ダム放流水及び各流域区分からの
流入水の熱量の収支式を用いて予測した。木屋川ダム
下流の唯一のダム湯の原ダム（湛水面積約62ha、山口
県企業局管理）の予測については、貯水池での沈降及び
日射等の熱収支を考慮したボックスモデルを採用した。

貯水池水質予測モデルの予測条件は、表-1に示す
とおりである。予測期間は、比較的大規模な洪水が発
生している年を含むことや、気象データが存在するこ
とを考慮して、平成19年〜平成28年の10年間とした。

放流条件は、再開発前はクレストゲート（放流位置
EL.90.0m）及び発電用取水（同EL.76.0m）、再開発後

図-1 木屋川ダムの位置

図-2 木屋川ダム嵩上げ後のイメージ

図-3 再開発後の貯水池容量の配分
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は洪水吐（同EL.97.3m）、選択取水設備（表層取水：水
面2mから取水、最大取水量7㎥ /秒）とした。木屋川
本川の水温は、ダム流入部に設置された自動観測装置
の観測値を用いた。

（2）予測時期の考慮
再開発ダムと新設ダムとの予測時期の比較を表-2

に示す。
新設ダム事業の環境影響評価の予測時期について

は、現状を「ダム建設前」、供用後の将来の状況を「ダ
ム建設後」として、水質項目の予測結果を比較し、そ
の差分（濃度等）を事業による環境影響として評価し
ている。さらに、「ダム建設後（環境保全措置あり）」
との比較により、環境保全措置の効果についても評価
の対象としている。

一方で、再開発ダム（木屋川ダム再開発事業）の場
合は、既設ダムが存在する現状を「再開発前」として、

嵩上げ後の将来の状況である「再開発後」及び「再開
発後（環境保全措置あり）」との比較を行っており、こ
の過程は新設ダムと同様である。

しかし、前述の木屋川の河川整備計画においてゲン
ジボタル発生地等への配慮として冷水放流の改善を課
題としていたため、再開発事業の環境影響評価では、
既設ダム建設前のダムの無い状態との比較が必要で
あった。そこで、現状のダム湖への「流入水温」をダ
ムが無い状態と仮定して、再開発後の予測結果との差
分で比較を行うこととした。

（3）再開発後の予測と現状との比較
現状（再開発前）の運用状況について、予測対象と

した10年間（平成19年1月〜平成28年12月）におけ
る放流水温（現状）と流入水温の変動幅の比較を図-5
に示す。

現状の木屋川ダムでは、発電用取水設備により常時
水深約20mの下層から取水するため、放流水温は3月
から8月にかけて流入水温より概ね低く、9月から1
月にかけて概ね高い傾向であった。

km2

図-4 流域区分及び環境影響予測地点

容内目項

貯水池形状 木屋川ダムの貯水位と容量（H-V 曲線図）から、鉛直方向は

1m ピッチ、縦断方向については本川 200m ピッチ、支川

100m ピッチで平面積及び区間容量を算出した。 

気象条件 

（気温、日射量、風

速、湿度、雲量）

気温、湿度、風速は、木屋川ダム気象観測所の気象データ

を用いた。日射量及び雲量は、気象庁の下関地方気象台の

データを用いた。

貯水池運用 

（貯水位、流入量、

放流量） 

【再開発前】貯水位、流入量及び放流量は、木屋川ダム管理

事務所の観測値を用いた。 

【再開発後】流入量及び放流量は再開発後のダム運用計算

結果を用いた。貯水位は、貯水位と容量の関係を用いて算

出した。 

放流条件 

（取水･放流設備の

運用方法）

【再開発前】クレストゲート：放流位置EL.90.0m、発電用取水：

放流位置 EL.76.0m

【再開発後】洪水吐：放流位置 EL.97.3m、選択取水設備：表

層取水（水面 2m から取水、最大取水量 7 ㎥/秒） 

流入水温 木屋川本川の水温は、自動観測装置（木屋川ダム流入部に

設置）の観測値を用いた。ダム流入河川のうち比較的流量

が大きい白根川の水温については、西山橋地点（木屋川ダ

ム上流）と白根川の迫橋地点の観測値の関係から設定し

た。今出川の水温は、白根川の水温を設定した。 

流入水質 木屋川本川及び白根川の水質は、西山橋地点、白根川の迫

橋地点の定期調査及び高水時調査の結果より作成した L-Q

式を用いて算出した。今出川の水質は、白根川の水質を設

定した。なお、DO は水温との関係より設定した。 

予測期間 比較的大規模な洪水が発生している年を含むことや、気象

データが存在することを考慮して、平成 19 年 1月～平成 28

年 12 月の 10 年間とした。

表-1 貯水池水質予測モデルの予測条件

予測時期

ダム建設前 供用前 供用後 保全措置検討 

新設ダム 
ダム建設前 

（現状） 
― 

ダム建設後 

（将来） 

ダム建設後（環境保

全措置あり） 

再開発ダム 流入水温※ 
再開発前

（現状） 

再開発後 

（将来） 

再開発後（環境保全

措置あり) 

※ ダム建設前のダムが無い状態を、現状のダム湖への「流入水温」で仮定

表-2 再開発ダムの予測時期（新設ダムとの比較）
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前述のゲンジボタルの生息地をはじめとするダム下
流河川の環境を改善するためにも、再開発後は放流水
温を流入水温により近づけることを目標として、環境
影響検討を行った。

再開発前後の豊田湖地点における水温の変化につい
て、平成21年の豊田湖における水温鉛直分布の比較
図を図-6に示す。

発電用取水設備により水深20mの下層から取水する
再開発前は夏季に底層まで混合するが、常時表層取水
で予測した再開発後は躍層の位置が高くなり、12月
上旬まで完全混合状態とならず、躍層形成期間も長く
なると予測された。

再開発前後のダム放流水温の変化について、流入水
温（ダムが無い場合の水温）と比較した平成21年の予
測結果を図-7に示す。

再開発前には発電用取水設備により下層から比較的
冷たい水が放流されるのに対して、再開発後には選択
取水設備の導入により表層から比較的暖かい水が放流
されることから、再開発後は再開発前と比較して、3
月から9月にかけて概ね高くなり、10月から翌年1月
にかけて概ね低くなると予測された。

再開発前後のダム下流河川の水温の変化について、
ダム直下の瀧橋地点における平成21年の予測結果を
図-8に示す。

ダム放流水温の予測結果に伴い、瀧橋地点では、再
開発前と比較して再開発後の3月から8月にかけての
水温が上昇し、流入水温（ダムがない場合の水温）の
10カ年変動幅を上回る場合もあると予測された。

（4）環境保全措置の検討
豊田湖地点の再開発後の水温が再開発前と比較し

て、3月から8月にかけて上昇することが予測された
ことから、環境保全措置として選択取水設備を導入す
る環境保全措置の検討が行われた。

検討状況は表-3に示すとおりで、再開発後に選択
取水設備を運用することにより、ダム下流河川におけ
る水温上昇の影響の低減効果が期待された。

取水の選択方法は、流入水温の10カ年変動幅の上
限水温を目標として取水することが検討された。これ
により、現況の水温と同程度の水温で放流する効果が
期待された。

なお、冬季については、ダム湖の中層から下層にお
ける貧酸素化により重金属類の濃度が高くなる予測結
果となったことから、9月から翌年1月にかけては表
層取水とする対応が追加された。

再開発後（環境保全措置あり）のダム下流河川の水
温の変化について、ダム直下の瀧橋地点における平成
21年の予測結果を図-9に示す。
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■現状（再開発前）の木屋川ダムの取水は、常時、水深約20ｍからの取水

■このため、放流水温は流入河川と比較すると以下のとおりとなっている。

・春季～夏季…放流水温が低い（流入＞放流）

・秋季～冬季…放流水温が高い（流入＜放流）

流入水温の 10カ年変動幅

再開発前の放流水温の 10カ年変動幅

放流水温＞流入水温
流入水温＞放流水温

図-5 放流水温（現状）と流入水温の比較

取水位置

底層まで混合

取水位置 躍層形成期間

再開発前 ※水深約 20m からの下層取水

再開発後 ※常時表層取水（環境保全措置前）

図-6 豊田湖地点における水温鉛直分布の比較

再開発後は、再開発前よりも水温が高い

10 カ年変動幅を上回る

図-7 放流水温と流入水温の比較

図-8 ダム下流河川（瀧橋地点）における水温

環境影響 環境保全措置の方針 環境保全措置の検討結果

○木屋川ダム貯水池

では、再開発前と

比べ、再開発後は4

月から 8 月にかけ

て温水放流が発生

すると予測される。 

○木屋川ダム貯水池の下流河川にお

いて、水温上昇の影響を低減する。 

〇取水の選択方法は、目標放流水温を

流入水温の10ヶ年変動幅の上限とし

て取水する。 

冬季は、ダム湖の中層～下層におけ

る貧酸素化により、重金属類の濃度

が高くなる恐れがある 

〇9 月から翌年 1 月にかけては、表層

からの取水とする。 

選択取水設備の運用を実施 

○選択取水設備の運用により、流

入水温と同程度の水温で放流す

ることが期待できる。 

冬季は表層取水とする 

○重金属類の放流による下流河川

への影響を回避できる。 

選択取水設備（イメージ） 

表-3 環境保全措置の検討状況
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あらためて環境保全措置（選択取水設備の運用）の
効果を把握するための予測を行った結果、環境保全措
置なしで予測された再開発後（表層取水運用）と比較
して、3月から8月にかけての水温上昇を低減できる
効果が把握された。

また、流入水温の10カ年変動幅との比較では、9月
から翌1月までの冬季は表層取水の運用により、変動
幅をやや上回る水温となるものの、年間を通して変動
幅に収まる放流水温となると予測された。

4．水温予測に伴う下流河川環境の影響評価

（1）予測の概要
ダムの下流河川環境の影響評価では、水温の予測結

果等を反映して行われる項目があり、動物、生態系（河
川域）がこれに該当する。いずれも、直接改変（生息
地等の改変）による影響予測の後、直接改変以外の影
響要因として、「河床高及び河床構成材料の変化」「冠
水頻度の変化」等とともに「水質の変化による生息環
境の変化」が予測されている。

生態系（典型性：河川域）の調査範囲は図-10に示
すとおりであり、ダム下流河川を「中流河川」「湛水域」

「下流河川」に類型区分し、7地点の水質予測地点にお
ける水温の予測結果等を予測評価で引用している。な
お、河川区間の考え方は、動物の予測範囲についても
同様である。

水温予測に伴う下流河川環境の予測対象は表-4に
示すとおりであり、動物の重要種及び注目すべき生息
地、生態系の注目種を対象とした。

動物は、重要種として爬虫類2種、魚類15種、昆虫
類2種、底生動物11種を対象とした。また、注目すべ
き生息地としてゲンジボタル発生地を対象とした。生
態系（典型性：河川域）は、注目種として魚類11種を
対象とした。

（3）水温結果を踏まえた動物の予測評価
前述予測対象となった動物（表-4）のうち、ゲンジ

ボタル発生地の水温結果を踏まえた予測評価の内容を
以下に述べる。

ダム下流河川では夏季から春季にかけてのゲンジボ
タルの幼虫の成長期に対して冷水放流の影響を受ける
可能性が考えられたことから、ゲンジボタル発生地に
ついては、水温の予測結果を踏まえた予測評価が必要
であった。

現地調査により、木屋川ダム上流河川域、豊田湖湖
岸、木屋川ダム下流河川域において合計44.8kmのゲ
ンジボタルの分布が確認された。このうち15.4kmが
ダム下流河川域であった（図-11）。

個体数（成虫）は、全域で6,994個体が確認され、こ
のうちダム下流河川域は4,967個体（約71%）であった。
また、ゲンジボタル幼虫の餌となるカワニナ、チリメ
ンカワニナの生息も確認された。

環境保全措置による低減効果

図-9 瀧橋地点における水温（環境保全措置の効果）

図-10 生態系（河川域）の調査範囲と水質予測地点

※象対測予目項

動

物 

重

要

種 

爬虫類（2 種） ニホンイシガメ、ニホンスッポン 

魚類（15 種） 

スナヤツメ南方種、ニホンウナギ、ヤリタナゴ、ア

ブラボテ、ヌマムツ、モツゴ、ズナガニゴイ、イトモ

ロコ、ドジョウ、ヤマトシマドジョウ、イシドジョウ、ナ

マズ、アカザ、ミナミメダカ、オヤニラミ 

昆虫類（2 種） アジアイトトンボ、タベサナエ 

底生動物（11種） 

モノアラガイ、ヒラマキミズマイマイ、クルマヒラマ

キガイ、ナガオカモノアラガイ、イボビル、キイロサ

ナエ、アオサナエ、コオイムシ、コガタノゲンゴロ

ウ、ヨコミゾドロムシ、ケスジドロムシ 

注目すべき生息地 ゲンジボタル発生地 

生態系 

（河川域） 

魚類の注目種 

（11種） 

スナヤツメ南方種、フナ類、アブラボテ、カワムツ、

タカハヤ、ナマズ、アカザ、アユ、ミナミメダカ、カワ

ヨシノボリ、シマヨシノボリ、 

※予測対象は、ダム下流河川（ダム湖のみを対象とするものを除く）において
水温の予測結果等を予測評価で引用した種等を抽出した。 

表-4 水温予測に伴う下流河川環境の予測対象
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ゲンジボタルの分布が確認されたダム下流河川域の
うち、湯の原ダムの湛水域より下流側では生息は確認
されなかったことから、影響予測では河川類型区分の

「中流河川」に該当するダム放流地点から湯の原ダム
流入端までの河川区間を予測対象とした。
「中流河川」における水温の変化については、本区間

に位置する瀧橋地点の水温の再開発前後の予測結果を
引用した。瀧橋地点の予測結果では、表-5に示すとお
り、年最大値が4℃程度、年平均値が2℃程度上昇す
る一方、年最小値が1℃程度低下すると予測された。

年間の水温変動の影響については、ダム放流水の放
流水温の再開発前後の予測結果を引用した。

温水放流（流入水温の10カ年変動幅を上回る放流）
の再開発前後の比較を表-6に示す。これによると、
温水放流日数の年平均は100日程度から120日程度に
20日程度増加するとともに、水温差の最大値の年平
均は4℃程度から3℃程度に小さくなると予測された。

次に、冷水放流（流入水温の10カ年変動幅を下回る
放流）の再開発前後の比較を表-7に示す。これによる
と、冷水放流日数の年平均は90日程度から2日程度に
大きく減少するとともに、水温差の最大値の年平均は
4℃程度から1℃程度に小さくなると予測された。

以上の結果から、ゲンジボタル発生地への影響につ
いては、「10月から翌年1月にかけて再開発後に水温
の低下が予測されている瀧橋地点については、ゲンジ
ボタルの幼虫期の夏季から春季に重なるため、成長に
対して影響を受ける可能性が考えられるが、支川合流
後は水温の変化は小さくなり概ね再開発前の水温の
10カ年の変動幅に収まることから、ゲンジボタルの
生息環境の変化は小さい。また、再開発後の放流水温
は木屋川ダムの無い状態に近づきゲンジボタル幼虫は
徐々に再開発後の水温に適応していくと考えられる。」
と評価した。

（2）水温結果を踏まえた生態系の予測評価
ダム下流河川における生態系（典型性：河川域）に

ついては、「中流河川」「湛水域」「下流河川」の河川
類型区分ごとに予測評価を行っているが、このうち「中
流河川」の水温結果を踏まえた生態系の予測評価の内
容を以下に述べる。

水温の影響については、魚類の注目種を対象として、
基本的にゲンジボタル発生地の予測評価と同じく、瀧
橋地点における再開発前後の水温の予測結果、放流水

図-11 ゲンジボタル確認地点

再開発前の水温（℃） 再開発後の水温（℃） 

最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値

平成19年 24.7 7.8 15.1 27.8 7.6 17.4

平成20年 23.0 7.2 15.4 28.1 7.5 16.7

平成21年 24.5 6.9 14.6 27.0 5.5 16.4

平成22年 24.5 6.5 14.9 28.1 7.2 16.4

平成23年 24.9 5.3 14.1 28.1 5.1 16.3

平成24年 24.9 5.8 14.7 28.2 5.1 15.7

平成25年 24.9 6.3 14.0 28.3 4.3 16.6

平成26年 23.9 7.1 15.0 27.0 6.9 16.3

平成27年 23.7 8.0 15.2 29.1 7.5 16.6

平成28年 25.3 6.7 15.6 28.3 6.8 16.7

平均値 24.4 6.8 14.9 28.0 6.4 16.5

※1 「再開発後」は、環境保全措置あり（選択取水設備の運用（冬季表層周
取水））の予測結果 

表-5 瀧橋地点における再開発前後の水温の比較

温水放流日数 温水放流時水温差の最大値

再開発前 再開発後 再開発前 再開発後 

平成19年 134 日 185 日 4.8℃ 4.6℃ 

平成20年 112日 131日 4.7℃ 3.4℃ 

平成21年 103 日 103 日 4.6℃ 2.9℃ 

平成22年 99日 89日 3.6℃ 3.0℃ 

平成23年 68 日 105 日 3.2℃ 2.8℃ 

平成24年 94 日 68 日 4.6℃ 2.1℃ 

平成25年 55 日 133 日 2.6℃ 3.7℃ 

平成26年 95 日 108 日 3.5℃ 3.0℃ 

平成27年 104 日 130日 3.6℃ 3.2℃ 

平成28年 128 日 143 日 3.6℃ 3.4℃ 

平均値 99日 120日 3.9℃ 3.2℃ 

※1 「再開発後」は、環境保全措置あり（選択取水設備の運用（冬季表層周

取水））の予測結果 

※2 温水放流日数は、流入水温の10カ年変動幅を上回る日数 

※3 温水放流時水温差は、流入水温の10カ年変動幅の最高水温からの差 

表-6 温水放流の再開発前後の比較

冷水放流日数 冷水放流時水温差の最大値

再開発前 再開発後 再開発前 再開発後 

平成19年 99日 0 日 5.7℃ ―

平成20年 79日 1日 2.3℃ 0.3℃ 

平成21年 103 日 0 日 5.3℃ ―

平成22年 83 日 1日 3.1℃ 0.1℃ 

平成23年 98 日 0 日 7.7℃ 0.9℃ 

平成24年 111日 7 日 3.9℃ 0.6℃ 

平成25年 111日 5 日 5.8℃ ―

平成26年 64日 0 日 3.6℃ ―

平成27年 60 日 0 日 2.3℃ 0.7℃ 

平成28年 59日 2日 3.4℃ ― 

平均値 87 日 2日 4.3℃ 0.5℃ 

※1 「再開発後」は、環境保全措置あり（選択取水設備の運用（冬季表層周
取水））の予測結果 

※2 「冷水放流日数」は、流入水温の10カ年変動幅を下回る日数 

※3 「冷水放流時水温差」は、流入水温の10カ年変動幅の最低水温からの差 

※4 「―」は、冷水放流が発生しないことを示す。 

表-7 冷水放流の再開発前後の比較
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（温水放流及び冷水放流）の再開発前後の予測結果を
引用しているが、現地調査時の水温測定の結果から、
表-8に示すとおり各種の確認時の水温と瀧橋地点の
予測結果との比較も行っている。

この比較結果により、注目種のうちスナヤツメ南方
種、タカハヤ及びアカザについては、再開発後の水温
が現地調査による確認時の最大値を上回っており、温
水放流による影響が想定された。

しかし、これらの注目種は、再開発前でも高水温の
期間には支川合流部や礫間隙等の比較的水温が低い箇
所を利用して生息していると考えられた。

魚類の予測評価では、個体の生息に加え、産卵への
影響も考慮し、表-9に示すとおり産卵期と水温の変
化の関係を整理した。

再開発後の放流水温は3月から徐々に上昇しはじめ、
春季から夏季にかけての下流河川域の水温も上昇がや
や早まることから、これに伴い繁殖時期が変化してい
く可能性が考えられた。

しかし、魚類の注目種の産卵期における再開発後の
放流水温は、ダムによる水温の変化の影響を受けてい
ない流入水温の変動幅に概ね収まることから、これら
の魚類は徐々に再開発後の水温に適応していくと考え
られた。

5．おわりに

令和元年12月に「既存ダムの洪水調節機能の強化に
向けた基本方針」が公表され、緊急時において既存ダ
ムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよ
う基本的な方針が示された。地球温暖化の進行に伴う
気候変動により全国各地で大規模水害が頻発している
中、新規ダム建設に比べて短期間で効用が期待できる
ダム再生事業の推進は、治水上の要請に対応するため
重要と考えられる。また、ダムの長寿命化は、ライフ
サイクルコストの縮減・平準化が図られるとされる。

一方で、ダム再生と同時に自然環境や水環境の改善
を図ることが求められる木屋川ダム再開発事業と同様
の事例も増えていくと予想される。

特に既設ダムの潜在的な影響をダム再生事業で緩和
する、いわゆるポジティブ・インパクトを含めた具体
的な内容を予測評価手法や環境保全措置等により検討
した実績は、今後のダム再生事業の環境影響評価にお
いて大きな展望を開いたものと考えられる。
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水温（℃） 

最小値 最大値 

魚類の

注目種

スナヤツメ南方種 6 24 

フナ類 11 33 

アブラボテ 11 33 

カワムツ 2 33 

タカハヤ 6 26 

ナマズ 11 31 

アカザ 6 28 

ミナミメダカ 14 33 

カワヨシノボリ 2 30 

瀧橋地点の水温 

（予測結果） 

再開発前 5 25 

再開発後 4 29 

※ 魚類の注目種の確認時の水温は、現地調査時の記録による。 

産卵期（月） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

スナヤツメ南方種 

フナ類※2 

アブラボテ 

カワムツ  

タカハヤ  

ナマズ  

アカザ  

ミナミメダカ 

カワヨシノボリ  

※1   ：産卵期 

「川の生物図典」(リバーフロント整備センター,1996)、「山渓ハンディ
図鑑15日本の淡水魚」(山と渓谷社,2015)、「日本の淡水魚」山と渓谷
社,2001)を参考とした。 

※2 フナ類は、ギンブナの生態（産卵期）とした。 

表-8 「中流河川」の魚類の注目種の確認時の水温

表-9 「中流河川」の魚類の注目種の産卵期


